
禁煙治療実施医療機関

医療機関名 所在地 電話番号

北区衣笠北荒見町９

イーグルコート北大路アネックス１０１

臼井医院 北区紫野南舟岡町７８－１５ 075-415-2221

大澤医院 北区紫野桃ノ本町７－１ 075-432-7030

かぎもとクリニック 北区紫竹牛若町３１－３ 075-494-3930

賀茂病院 北区紫竹東栗栖町４３ 075-493-3330

京都鞍馬口医療センター 北区小山下総町２７ 075-441-6101

呼吸器科川合医院 北区小山北大野町４３－３ 075-491-0856

北区紫野下御輿町１３－１

プレイル北大路ビル１Ｆ

冨田病院 北区小山下内河原町５６ 075-491-3241

中村内科クリニック 北区小山北玄以町１ 075-492-2374

にしい内科医院 北区紫竹上梅ノ木町６０－３ 075-493-2200

浜田医院 北区紫竹東栗栖町３７ 075-491-1930

北区紫野下築山町５５-1 

メゾン紫野１Ｆ

北区紫竹西高縄町３４

シチクハイネス１Ｆ

北区衣笠御所ノ内町３１

アクエルド金閣寺１Ｆ

楽只診療所 北区紫野上御輿２３－１ 075-491-0232

余診療所 北区紫野西泉堂町３ 075-491-8222

上京区今出川通堀川東入飛鳥井町２６３

シリウス星の子１Ｆ

かどのクリニック 上京区仁和寺街道千本西入五番町１６５ 075-461-6976

金光診療所 上京区千本通芦山寺上ル閻魔前町３３－２ 075-431-5730

上京診療所 上京区花車町４８２－２ 075-432-1261

京都府立医科大学附属病院 上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５ 075-251-5502

クリニックほりかわ 上京区堀川通今出川上ル北舟橋町８４５ 075-441-8185

多田医院 上京区下立売通大宮東入 075-841-5588

西陣病院 上京区五辻通六軒町西入溝前町１０３５ 075-461-8800

仁和診療所 上京区仁和寺街道御前西入下横町２１７ 075-462-1510

吉岡医院 上京区浄福寺通今出川下ル竪亀屋町２５２ 075-451-0164

平田医院 075-366-8619

みやた内科クリニック 075-204-3034

むらにしクリニック 075-467-5005

　保険診療による禁煙治療実施医療機関一覧

保険診療で禁煙治療を実施している医療機関の一覧です。受診する際は予め医療機関に確認して下さい。

北区

伊東医院 075-461-7051

髙松内科医院 075-417-2377

上京区

太田内科クリニック 075-432-0033



中京区西堀川通三条上ル姉西堀川町５１１

ハロー友愛ビル３Ｆ

中京区東洞院通り二条下ル瓦之町３９１

京都メディカルガーデンシンフォニア御池１Ｆ

大澤クリニック 中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町６１７ 075-211-3651

京都工場保健会診療所 中京区西ノ京北壺井町６７ 075-823-0526

京都市立病院 中京区壬生東高田町１－２ 075-311-5311

京都民医連　太子道診療所 中京区西ノ京小堀池町１８－１ 075-822-2660

京都民医連中央病院 中京区西ノ京春日町１６－１ 075-822-2777

京都予防医学センター附属診療所 中京区西ノ京左馬寮町２８ 075-811-9131

坂部医院 中京区御幸町通二条下る山本町４３５ 075-231-1624

中京区御池堺町西入丸木材木町６７１

エクレーヌ御池１Ｆ

島津医院 中京区壬生東高田町３１ 075-311-1902

中京区壬生賀陽御所町３－１

京都幸ビル１Ｆ

しみず脳神経外科クリニック 中京区西ノ京南聖町１３－１Ｆ 075-406-0692

高木循環器科診療所 中京区壬生賀陽御所町３－３ 075-812-0165

中京区東洞院通二条上ル壺屋町５２４

コンフォール御所南１Ｆ

田中医院 中京区六角通大宮西入ル三条大宮町２４３ 075-822-3233

谷口医院 中京区壬生桧町１４－１ 075-314-8910

中央診療所 中京区三条通高倉東入桝屋町５８・５６番地 075-211-4501

中京区東洞院通り二条下ル瓦之町３９１

京都メディカルガーデンシンフォニア御池４Ｆ

中京区御所八幡町２３１

シカタカトルズビルディング４Ｆ

中京区御所八幡町２３１

シカタカトルズビルディング３Ｆ

中京区寺町二条榎本町９５－１

延寿堂第２ビル４Ｆ

ふち内科クリニック 中京区壬生上大竹町１４ 075-803-6060

松野医院 中京区西ノ京南両町３３－１０ 075-811-7715

みぶ村上クリニック 中京区壬生森町２９－３ 075-813-5550

やすはら整形外科 中京区西ノ京内畑町２５－１５ 075-821-7277

中京区烏丸御池下ル虎屋町５７７－２

太陽生命御池ビル７．８．９Ｆ

中京区錦小路通高倉西入西魚屋町６０１

錦小路水野ビル３Ｆ
山本心臓血管クリニック 075-748-1292

中京区

友愛診療所 075-813-3135

林ハートクリニック 075-212-0889

ふじたみつえクリニック 075-211-8466

大和診療所 075-256-4014

たて内科クリニック 075-746-6261

鳥居内科 075-231-3055

はやし神経内科 075-254-8841

いちおか泌尿器科クリニック 075-231-7227

しばた医院 075-241-3611

シミズ四条大宮クリニック 075-813-1300



吉政医院 中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２３５ 075-257-7048

洛和会丸太町病院 中京区聚楽廻松下町９－７ 075-801-0351

青木医院 下京区西七条南衣田町５８ 075-313-7038

西本願寺あそか診療所 下京区花屋町通堀川西入ル柿本町５８０－２ 075-371-0586

下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６５５

産経京都烏丸ビル３Ｆ

内浜診療所 下京区七条通河原町東入材木町４６０ 075-361-3833

小笠原クリニック 下京区中堂寺南町１０８ 075-326-2211

岡林医院 下京区西洞院通松原下ル永倉町５５５－４ 075-341-0393

下京区四条通新町東入ル月鉾町６２

住友生命ビル３Ｆ

下京区西七条東御前田町２０－１

京都五条クリニックビル２Ｆ

きしもと内科クリニック 下京区松原通堺町西入杉屋町２８１ 075-353-5740

下京区室町通綾小路下ル白楽天町５０７ 

下川ビル１Ｆ

京都武田病院 下京区西七条南衣田町１１ 075-312-7001

京都南病院 下京区西七条南中野町８ 075-312-7361

康生会クリニック 下京区油小路通下魚ノ棚下る油小路町２７７ 075-354-7227

小西仏光寺診療所 下京区仏光寺通柳馬場西入東前町３９８ 075-351-3095

七条武田クリニック 下京区西七条南衣田町３ 075-312-7002

循環器内科・内科まつばらクリニック 下京区中堂寺櫛笥町２１ 075-406-0780

新京都南病院 下京区七条御所ノ内北町９４ 075-322-3344

第二南診療所 下京区東中筋通花屋町下ル柳町３３２ 075-371-1465

下京区中堂寺坊城町３１－７

メディナ丹波口１階

東光会七条診療所 下京区朱雀北ノ口町２９ 075-313-6407

南部産婦人科医院 下京区西七条市部町１３２ 075-313-6000

前田クリニック 下京区西七条北月読町７３ 075-322-1818

横村医院 下京区大宮通松原下ル西門前町４２４ 075-841-2380

下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９－１

山崎ビル５F

下京区塩小路通東洞院東入東塩小路町５４７

明石屋ビル２Ｆ

大築山診療所 南区久世大薮町１９６－１ 075-922-6206

岡本クリニック 南区東九条中殿田町１１－２ 075-693-5603

吉祥院病院 南区吉祥院井ノ口町４３ 075-672-1331

くろやなぎ・いいだ医院 南区久世上久世町３０９ 075-921-0234

柳診療所 075-351-5500

和田クリニック 075-341-0025

南区

梶山内科クリニック 075-326-8739

木谷内科医院 075-361-0611

たかあきクリニック 075-822-8221

下京区

熱田内科クリニック 075-353-7027

小畑内科クリニック 075-241-3845



南区唐橋堂ノ前町２３－１

洛南スクエアビル２階

十条武田リハビリテーション病院 南区吉祥院八反田町３２ 075-671-2351

南区唐橋羅城門町３０

京都メディックスビル内　１Ｆ

南区東九条河西町２３

アーバンツリーグランシャリオ１Ｆ

札ノ辻診療所 南区東九条明田町３９ 075-681-4848

ますぎクリニック 南区東九条松田町１７ 075-661-1514

やすだ医院 南区久世大藪町５３ 075-932-5015

洛和会東寺南病院 南区西九条南田町１ 075-672-7500

岩倉駅前たはらクリニック 左京区岩倉忠在地町２９１－１ 075-707-1551

岡村医院 左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町１９－１ 075-751-1981

川端診療所 左京区川端通夷川上ル新生洲町１００ 075-771-6298

北村クリニック 静市市原町７４４－７ 075-706-5507

京都大学医学部附属病院 左京区聖護院川原町５４ 075-751-3111

京都民医連第二中央病院 左京区田中飛鳥井町８９ 075-701-6111

京都民医連洛北診療所 左京区岩倉忠在地町５２９ 075-723-0960

左京区浄土寺下馬場町８８

ポルト・ド・浄土寺１０４

左京区下鴨本町１４

ヤマモトビル１Ｆ

くみこクリニック 左京区下鴨南野々神町２－９ 075-712-8615

耳鼻咽喉科松岡医院 左京区田中西大久保町４２ 075-781-2751

鈴木診療所 左京区下鴨蓼倉町６８ 075-712-7181

立石クリニック 左京区一乗寺里ノ前町６９ 075-722-1131

東道医院 左京区田中古川町１－３ 075-712-3313

左京区岩倉中町２２５－５

ドムス岩倉１Ｆ

左京区上高野下荒蒔町６－１

ガルソニエラ宝ヶ池１Ｆ

中島医院 左京区田中関田町１－４ 075-723-1833

西川医院 左京区岩倉北池田町６７－４ 075-705-3450

脳神経リハビリ北大路病院 左京区一乗寺西水干町２５－２ 075-781-5111

八田内科医院 左京区修学院薬師堂町４ 075-701-4805

ひがき内科医院 左京区岩倉長谷町１２２５ 075-744-1415

藤田医院 左京区一乗寺塚本町４６－２ 075-711-0911

藤原内科 左京区下鴨高木町３９－５ 075-781-0976

ほそたにクリニック 左京区下鴨狗子田町７ 075-781-1369

とよだ医院 075-706-7711

中上クリニック 075-711-0052

同仁会クリニック 075-691-7766

永谷クリニック 075-691-6910

左京区

草場内科医院 075-751-1088

しばじクリニック 075-661-3400

くぼた内科・呼吸器内科クリニック 075-746-2050



まつもと内科クリニック 左京区岩倉南四ノ坪町６１ 075-708-5151

もりした循環器科クリニック 左京区北白川堂ノ前町３６ 075-702-0022

左京区聖護院蓮華蔵町３１

第二近建ビル２Ｆ

わたなべクリニック 左京区一乗寺向畑町４５ 075-706-7888

うずまさ診療所 右京区太秦帷子ノ辻町３０－４ 075-863-6152

太秦病院 右京区太秦安井西沢町４－１３ 075-811-7711

宇多野病院 右京区鳴滝音戸山町８ 075-461-5121

内田病院 右京区梅津大縄場町６－９ 075-882-6666

柏木産婦人科 右京区太秦垂箕山町１３－３ 075-882-3800

柏木内科整形外科医院 右京区嵯峨北堀町２０－１２１ 075-861-1928

右京区太秦下刑部町１８１

パティーナ太秦天神川１Ｆ

河端病院 右京区太秦上ノ段町１６ 075-861-1131

川村医院 右京区西京極西川町１１ 075-313-0068

衣笠医院 右京区龍安寺斎宮町５ 075-462-8473

小島内科クリニック 右京区嵯峨広沢御所ノ内町３７－５ 075-871-7047

小室整形外科医院 右京区嵯峨野開町２１ 075-871-0519

西京病院 右京区西院北矢掛町３９－１ 075-313-0721

斎藤医院 右京区梅津後藤町９－７ 075-861-3225

ささきクリニック 右京区梅津北浦町３－１ 075-861-1140

右京区梅津前田町４２－１

ビアンカ２・３　１Ｆ

たけさこクリニック 右京区嵯峨明星町１７－５ 075-872-0025

右京区太秦下刑部町３－３

コリドール天神川１階

にしお循環器内科クリニック 右京区梅津後藤町７番３４ 075-881-1118

西京極診療所 右京区西京極佃田町１７ 075-314-2866

竜安寺クリニック 右京区龍安寺西ノ川町７番地６ 075-461-3386

稲掛医院 西京区大枝南福西町２丁目１３－１２ 075-332-0111

岩瀬医院 西京区松室追上町１８－１６ 075-381-5812

西京区川島六ノ坪町６３－１

メディキューブ洛西口３Ｆ

内田医院 西京区大枝西新林町６－１５－８ 075-331-5200

大八木循環器内科医院 西京区御陵溝浦町２６ 075-393-7800

京都桂病院 西京区山田平尾町１７ 075-391-5811

西京区樫原水築町１３－２

ウェストポイント１Ｆ

西京区

いわせ内科クリニック 075-382-3358

公手内科・消化器科医院 075-382-0616

右京区

かねみつ内科クリニック 075-873-8686

すどう小児科医院 075-861-2077

たまい内科クリニック 075-863-5585

山本医院 075-751-7750



しくま脳神経外科クリニック 西京区上桂三ノ宮町８０－１ 075-381-3000

土井内科医院 西京区大原野上里男鹿町１５－１３ 075-331-3661

中安外科医院 西京区大原野西竹の里町１－１６ 075-332-6880

西京都病院 西京区御陵溝浦町２４ 075-381-5166

濱本医院 西京区大原野上里男鹿町３－３ 075-332-0155

林樫原診療所 西京区川島調子町４４ 075-381-2226

ふなきクリニック 西京区大枝北福西町２丁目１２－１ 075-335-0220

まつざき内科クリニック 西京区川島東代町１０ 075-391-6161

松原医院 西京区桂木ノ下町３３－１４ 075-381-2215

洛西ニュータウン病院 西京区大枝東新林町３丁目６ 075-332-0123

塩見内科医院 西京区大枝東新林町３丁目１ 075-331-5911

京都第一赤十字病院 東山区本町１５丁目７４９ 075-561-1121

ごとう医院 東山区三条通神宮道西入ル西町１４０－１ 075-762-1267

林医院 東山区古門前三吉町３４３ 075-561-2329

原田病院 東山区七条通大和大路西入西門町５４６－２ 075-551-5668

東山診療所 東山区今熊野宝蔵町４３ 075-561-5500

山科区音羽野田町１５－３ 

大栄ファーストビル２Ｆ

大宅診療所 山科区大宅早稲ノ内町２ 075-581-5207

紀田クリニック 山科区音羽沢町３５ 075-501-5337

住田内科クリニック 山科区竹鼻竹ノ街道町７４－１ 075-584-0111

山科区厨子奥若林町６０－１

松本ビル１－Ａ

高須町塚診療所 山科区竹鼻竹ノ街道町２９－２ 075-595-5510

樋口医院 山科区西野山桜ノ馬場町１３ 075-592-1580

またクリニック 山科区日ノ岡堤谷町６１－１６ 075-644-9844

まなべ内科クリニック 山科区栗栖野打越町３３ 075-606-1577

藤原医院 山科区東野百拍子町２７－１ 075-595-3902

山科区音羽役出町１－２８

古原ビル１Ｆ

やだ消化器内視鏡クリニック 山科区竹鼻竹ノ街道町３３－１ 075-582-0080

山科区竹鼻竹ノ街道町９２

ラクトＣ３０１

浅本内科医院 伏見区深草堀田町１番地 075-641-5515

伏見区東大手町７７８

東大手町テナントⅠ　ＢＦ

池田産婦人科医院 伏見区桃山町養斉２０－１２ 075-601-7276

山科武田ラクトクリニック 075-581-0910

伏見区

磯部医院 075-574-7447

山科区

えのきぼり医院 075-585-8655

瀬戸内科医院 075-501-0995

安井クリニック 075-595-5810

東山区



石原クリニック 伏見区桃山毛利長門西町４７－１ 075-602-0030

泉川医院 伏見区醍醐槇ノ内町４２－６ 075-571-8888

伊藤クリニック 伏見区墨染町７１４ 075-647-7272

稲荷山武田病院 伏見区深草正覚町２７ 075-541-3371

伏見区竹田久保町１９－１

サンウィステリア１Ｆ

小川クリニック 伏見区羽束師古川町７３－１ 075-931-0002

金井病院 伏見区淀木津町６１２－１２ 075-631-1215

北村医院 伏見区深草西伊達町８８－４１ 075-644-0070

きもと医院 伏見区深草北蓮池町９０３－１ 075-647-3150

京都医療センター 伏見区深草向畑町１－１ 075-641-9161

蘇生会総合病院 伏見区下鳥羽広長町１０１ 075-621-3101

京都城南診療所 伏見区竹田真幡木町１１５ 075-623-1110

栗原医院 伏見区小栗栖森本町５１ 075-571-7211

黒田医院 伏見区深草北新町６６１ 075-641-2567

くわはらクリニック 伏見区向島二ノ丸町１５１－４３ 075-622-2911

伏見区京町南８丁目１０１－１　 

小山ビル３Ｆ

辻医院 伏見区久我本町５－８ 075-921-0157

辻医院 伏見区醍醐合場町１８－１１ 075-571-0951

京都医療センター 伏見区深草向畑町１－１ 075-641-9161

谷岡皮フ科クリニック 伏見区東浜南町６６２ 075-601-1012

つくだ医院 伏見区淀下津町４７ 075-632-6212

はせがわ明安堂クリニック 伏見区下鳥羽南柳長町６ 075-603-0050

伏見岡本病院 伏見区京町９丁目５０ 075-611-1114

金久医院 伏見区石田内里町５９－１ 075-571-1923

仁木医院 伏見区深草西浦町４丁目２１ 075-641-2411

伏見区深草稲荷御前町９０

西クリニックビル２Ｆ

西村医院 伏見区深草大亀谷万帖敷町９０ 075-645-0747

西村医院 伏見区東町１９８ 075-611-6127

坂東医院 伏見区久我本町２－９ 075-932-6755

東前医院 伏見区表町５８９－２ 075-612-0032

福島内科医院 伏見区深草下川原町５１－５ 075-603-1111

伏見桃山総合病院 伏見区下油掛町８９５ 075-621-1111

松下医院 伏見区淀池上町１３６－１６ 075-632-0970

松山医院 伏見区久我東町１－５５ 075-932-0601

伏見区醍醐高畑町３０－１

パセオダイゴロー西館２Ｆ

三木医院 伏見区桃山町山ノ下２３－５ 075-632-9090

ストレスケア藤井クリニック 075-612-8008

西医院 075-641-6251

まるおクリニック 075-575-2611

岩田クリニック 075-646-2880



三栖診療所 伏見区三栖向町７５７－１ 075-601-0739

やの医院 伏見区醍醐南里町２６－３ 075-606-1510

上原医院 向日市物集女町池ノ裏１－６ 075-922-5007

乙訓医療生協　医誠会診療所 向日市寺戸町殿長３７－１ 075-921-0661

川勝内科医院 向日市上植野町落堀１４－５ 075-932-2239

鈴木内科・外科診療所 向日市上植野町円山１２－５ 075-922-2077

ひらいクリニック 向日市上植野町南開３４ー３４ 075-921-0520

堀医院 向日市寺戸町渋川３－２３ 075-921-3850

山下医院 向日市森本町天神ノ森６－５ 075-921-1039

馬本医院 長岡京市下海印寺横山４３ 075-953-8717

くぼた医院 長岡京市馬場見場走り２５－３ 075-951-8880

済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾８ 075-955-0111

長岡京市金ヶ原塚穴ノ前３－１

パレス金ヶ原１Ｆ

千春会病院 長岡京市開田２丁目１４－２６ 075-953-2712

なかやま医院 長岡京市今里三ノ坪５－４ 075-955-5666

よねだ内科クリニック 長岡京市野添２丁目１０－１６ 075-951-1110

小野田医院 乙訓郡大山崎町大山崎高麗田３－４ 075-956-2121

中川医院 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻１２ 075-951-7701

今林医院 宇治市小倉町西浦８８－３９ 0774-21-4522

上田診療所 宇治市菟道平町１７ 0774-22-7586

宇治病院 宇治市五ヶ庄芝ノ東５４－２ 0774-32-6000

宇治徳洲会病院 宇治市槇島町石橋１４５ 0774-20-1111

おやいづ医院 宇治市伊勢田町南山５２－６ 0774-41-6013

かどさか内科クリニック 宇治市平尾台４丁目３－２ 0774-31-1077

宇治市六地蔵奈良町６３－５８

ＵＭＣビル２Ｆ

こうのクリニック 宇治市伊勢田町名木２丁目１－１８１ 0774-66-1180

笹平診療所 宇治市小倉町南堀池１０９ 0774-21-4523

神野医院じんのクリニック 宇治市六地蔵町並３９ 0774-31-1122

中村病院 宇治市大久保町平盛９１－８ 0774-44-8111

藤井おうばく駅前内科クリニック 宇治市五ケ庄新開１１番地２９・１８ 0774-33-2828

六地蔵総合病院 宇治市六地蔵奈良町９ 0774-33-1717

宇治市宇治壱番１３４－１

宇治荒川ビル２Ｆ　Ｃ号室

うめかわ内科クリニック 城陽市寺田高田５５－２ 0774-54-7808

きづ川クリニック 城陽市平川六反４４ 0774-54-1113

コクラ医院 城陽市久世下大谷１８－１１１ 0774-52-2479

村澤医院 0774-21-1731

向日市・長岡京市・大山崎町

下尾医院 075-956-0003

宇治市・城陽市・久御山町

喜多クリニック 0774-33-8751



国立病院機構 南京都病院 城陽市中芦原１１ 0774-52-0065

武智診療所 城陽市平川山道２８－５ 0774-66-4308

中島内科 城陽市寺田丁子口５９－５ 0774-34-0800

ほうゆう病院 城陽市寺田垣内後４３－４ 0774-53-8100

ほりうち医院 城陽市市辺柿木原５２－１ 0774-56-5330

京都岡本記念病院 久世郡久御山町佐山西ノ口５８ 0774-48-5500

くわはら内科 久世郡久御山町北川顔村西６－２ 075-874-6222

あさか内科医院 八幡市男山泉１４－８－１０１ 075-468-3712

男山病院 八幡市男山泉１９ 075-983-0001

かたやまクリニック 八幡市欽明台中央５５－６ 075-982-8181

京都八幡病院 八幡市川口別所６１ 075-971-2001

となみクリニック 八幡市八幡樋の口３ー５ 075-633-5565

みのやま病院 八幡市欽明台北４－２ 075-983-1201

みよし内科消化器科 八幡市八幡柿ヶ谷１１－２ 075-981-6860

小糸医院 八幡市男山金振２０－２０ 075-983-5110

うえむら内科医院 京田辺市興戸東垣内８５－５ 0774-79-0114

田辺中央病院 京田辺市田辺中央６－１－６ 0774-63-1111

京田辺市山手西２－２－１０

日東センタービル２Ｆ

京田辺市三山木中央４丁目２－８

三山木クリニックモール１Ｆ

小沢医院 木津川市山城町平尾南払戸１１２ 0774-86-0630

河村医院 木津川市相楽台２丁目２－１５ 0774-72-0130

京都山城総合医療センター 木津川市木津駅前１丁目２７ 0774-72-0235

くろだクリニック 木津川市城山台７－４３－３ 0774-73-0255

小出医院 木津川市兜台７丁目５－９ 0774-72-9090

柳沢診療所 木津川市山城町上狛東作道５－１ 0774-86-2051

松森内科医院 木津川市木津川原田２７－３ 0774-73-0669

山口医院 木津川市加茂町北船屋２４ 0774-76-0505

岸田内科医院 精華町精華台２丁目１７－１０ 0774-95-1771

くわはらこどもクリニック 精華町精華台４－２１－１４ 0774-98-2788

平田内科医院 精華町光台７丁目１４－３ 0774-95-3400

芳川医院 精華町桜が丘３丁目２４－７ 0774-71-0014

柳沢活道ケ丘診療所 相楽郡和束町白栖南半田１２ 0774-78-3334

石﨑医院 亀岡市古世町１丁目４－５ 0771-25-6045

いわもと内科外科医院 亀岡市千代川町今津１丁目５－３ 0771-21-1050

亀岡病院 亀岡市古世町３丁目２１－１ 0771-22-0341

相楽郡

亀岡市

八幡市・京田辺市

ちゅうしょクリニック 0774-68-1002

まつまえ循環器内科クリニック 0774-66-7971



十倉佳史胃腸内科クリニック 亀岡市南つつじヶ丘大葉台２丁目２８－２ 0771-23-5001

亀岡市追分町馬場通２１－１７

浅田ビル１Ｆ

ひがしはら内科眼科クリニック 亀岡市北町５７－１３ 0771-55-9860

京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上野２５ 0771-42-2510

西田医院 南丹市園部町美園町３－３ 0771-68-1105

綾部市立病院 綾部市青野町大塚２０－１ 0773-43-0123

綾部ルネス病院 綾部市大島町二反田７－１６ 0773-42-8601

京都協立病院 綾部市高津町三反田１ 0773-42-0440

畑内科医院 綾部市青野町高田９１ 0773-43-2334

安村外科内科診療所 綾部市井倉町大将軍３７ 0773-40-2210

足立医院 福知山市字上新３３－２ 0773-22-3695

京都ルネス病院 福知山市末広町４丁目１３ 0773-25-3300

市立福知山市民病院 福知山厚中町２３１ 0773-22-2101

市立福知山市民病院 大江分院 福知山市大江町河守１８０ 0773-56-0138

竹下医院 福知山市天田１９３－２ 0773-22-2675

土佐医院 福知山市字天田１５４－２ 0773-23-6115

福井内科医院 福知山市上篠尾９３０－４ 0773-25-3300

古川医院 福知山市字裏ノ８６ 0773-22-4578

古木内科医院 福知山市字長田小字長山４５９－９９ 0773-27-6011

松山内科循環器科医院 福知山市内記４１－６ 0773-22-2889

渡辺医院 福知山市牧４９０ 0773-33-3810

あいおい橋四方クリニック 舞鶴市下安久９７８番地１５ 0773-76-3550

あらが湾岸クリニック 舞鶴市浜２００１－４ 0773-65-2014

荒木クリニック 舞鶴市京田１８－１ 0773-77-1700

河﨑内科 舞鶴市引土２９５ 0773-75-1084

岸本病院 舞鶴市字浜１１３１ 0773-62-0118

髙田内科医院 舞鶴市倉梯町１７－１１ 0773-77-5522

たなか内科クリニック 舞鶴市竹屋８ 0773-78-2123

西村内科 舞鶴市字浜７８２ 0773-64-5633

肥後内科医院 舞鶴市浜８１３ 0773-62-0359

まいづる協立診療所 舞鶴市字上安小字水力１９９－３０ 0773-76-7883

舞鶴赤十字病院 舞鶴市字倉谷４２７ 0773-75-4175

本河医院 舞鶴市字浜７５８ 0773-63-8733

綾部市

福知山市

舞鶴市

与謝郡

平田クリニック 0771-25-3010

南丹市

船井郡



いとうクリニック 与謝郡与謝野町男山１４０－８ 0772-46-3553

伊根町国保伊根診療所 与謝郡伊根町日出６４６ 0772-32-0007

木村内科クリニック 与謝郡与謝野町字後野６４３－７ 0772-43-2134
京都府立医科大学附属北部医療セン
ター

与謝郡与謝野町字男山４８１ 0772-46-3371

須川医院 与謝郡与謝野町字下山田９８－１ 0772-44-3070

味見診療所 宮津市吉原２５９６ 0772-22-5120

中川医院 宮津市字漁師１６７３－１ 0772-22-7565

宮津武田病院 宮津市鶴賀２０５９－１ 0772-22-2157

京丹後市国保直営間人診療所 京丹後市丹後町間人１６９９ 0772-75-0210

京丹後市弥栄病院 京丹後市弥栄町溝谷３４５２－１ 0772-65-2003

京丹後市立久美浜病院 京丹後市久美浜町１６１ 0772-82-1500

たんご協立診療所 京丹後市大宮町河辺３３６８－１ 0772-68-5017

丹後中央病院 京丹後市峰山町杉谷１５８番地の１ 0772-62-0791

京丹後市大宮町周枳１９７５

ＭＩＣビル２Ｆ
とみた眼科皮フ科クリニック 0772-68-1220

宮津市

京丹後市
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